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上川路会計事務所通信 

 

ごあいさつ 

上川路会計事務所     上川路美恵野会計事務所 
 

 〒890-0056         〒892-0821 
 鹿児島市下荒田4-1-9     鹿児島市名山町1-3 鹿児島ビル4Ｆ 

 T e l 099 - 252 - 7070     T e l 099 - 223 - 3465 
 Fax 099 - 252 - 6400     Fax 099 - 223 - 4348 

逆 行 台 風 

 西日本豪雨では死者２００人以上が犠牲になり、安否不

明者が多数いるという平成最悪の被害をもたらしました。

さらに酷暑の被災地に逆行台風１２号です。昭和２６年以

降、これまでの経験が通用しない低気圧『寒冷渦』による

気流によって、観測史上初めて東から西へ列島を横断して

西日本被災地を蹂躙していきました。次々と襲う災害続き

に、被災地には疲れた表情が見えました。 

 ９月の自民党総裁選を巡り、派閥単位で安倍首相の３選

支持が広がる中、無派閥の小泉進次郎氏の動向に注目が集

まっています。安倍政権に異論を唱え２０１２年総裁選で

は石破茂氏を支持していて、対応次第では情勢に影響を与

える可能性があると言われます。前回地方票では勝利した

石破氏がどの程度挽回出来るのか、地方票と国会議員票が

同数の４０５票になっただけに一縷の夢に懸けています。 

 日本国民を震撼させた地下鉄サリン事件、弁護士一家殺

人事件に関わったオウム真理教の死刑囚１３人の、死刑が

執行されました。平成の時代の惨事は平成時代で終了させ

ようとの方針で大量の死刑が執行され、死刑廃止論の世界

の潮流の中で批判も出ていました。「名前を変えてもオウ

ムはオウム」と世田谷のマンションの横断幕にある、一連

の凶悪事件の後継団体には１，５００人を超える信者がい

ると言われます。公安調査庁や警察は監視を厳しく続けて

ほしいものです。        (平成３０年８月吉日) 
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 経験したことのない猛烈な暑さが日本列島を襲って、気

象庁は『命の危険がある暑さの〝災害〟だ』と、熱中症に

注意を喚起しています。熊谷市で４１．１度を記録して、

これまでの四万十市で観測された４１．０度の国内最高記

録を５年ぶりに更新しました。２０２０年東京五輪・パラ

リンピックまで２年、真夏の東京での開催になり『史上最

も過酷な大会』とも指摘され、選手だけではなく観客やボ

ランティアにとっても、熱中症は大きな脅威となっていま

す。 

 今年は、スポーツ好きにはたまらない魅力ある大会の連

続です。国際大会は、２月の韓国・平昌冬季五輪、サッ

カー・ワールドカップ(Ｗ杯)ロシア大会がありました。８

月にはジャカルタ・アジア競技大会が開幕します。サッ

カーＷ杯は閉幕して３週間過ぎても未だに熱気が冷めやら

ぬままです。日本チームのポーランド戦の終盤１０分間、

１点差で負けながら攻撃姿勢を捨て、コロンビア・セネガ

ル戦に勝負を預けた試合は、物議をかもしました。一次

リーグを突破して欲しい日本国民の願いを、勝負師西野監

督は他力本願で〝結果〟を出したのです。世界の世論を二

つに割った賭けは、結果次第では手の平返しの非難の嵐に

遭遇する危険もありました。 

 国内では、第１００回の節目を迎える全国高校野球選手

権大会が、８月５日に史上最多の５６代表校が出場して開

幕しました。１世紀にわたって球児達が死闘を繰り広げて

きた甲子園のグラウンドには球児の汗と涙が染み込んでい

ます。郷土と母校の名誉をかけて一心不乱に勝利を目指す

球児の姿は、日本人の心を捉えて放さない夏の風物詩とな

りました。敗ければ終わる一球入魂の一発勝負の試合なだ

けに、記憶に残る名勝負が多数あります。『高校生の中に

プロの選手がひとり入っている』と、明徳の監督は星陵の

松井秀喜との勝負を避けて徹底した敬遠策を取りました。

力の劣ったチームが創意工夫した戦略は、社会的な論争を

巻き起こしたのです。サッカーＷ杯で日本チームが、一次

リーグ突破のために〝一か八か〟の作戦を想起させた試合

でした。 

第第２２６２２６号号  

 所長 

 上川路 長生 



６月決算会社申告書提出 

税務カレンダー 
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2018年8月 
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 9/1 

山の日 

８月中において各都道府県の条例で定める日 
 ・個人事業税の第１期分の納付 

８月中において市町村の条例で定める日 

 ・個人の道府県民税及び 

    市町村民税の第２期分の納付 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者 

 の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が4,800万円超の５月、６月 

 決算法人を除く法人・個人事業者の１月ご 

  との中間申告 

・個人事業者の当年分の消費税等の中間申告 

８月３１日まで 

 ・６月決算法人の確定申告   

 ・１２月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ９月決算法人  第３四半期分 

  １２月決算法人  第２四半期分  

   ３月決算法人  第１四半期分  

上川路会計 

事務所 

お盆休み 

上川路会計 

事務所 

お盆休み 

上川路会計 

事務所 

お盆休み 

税金等の納付・ 

  手続きはお早めに！ 

８月１０日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 



２０１８年８月の経理・税務チェックリスト 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 8月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。資金繰り等を考慮して、納付もれがないように気を付

けましょう。また、口座振替の手続きをされている方は、必ず振替日を確認し、必要な残高があるように資金繰りの調整

をしましょう。 

個人事業者の税金の納付 

□ 各地で夏祭りや納涼イベントが催される時期です。会社が提供する社名入りのうちわやタオルなどは、原則として

広告宣伝費となります。現金の寄付や人員の派遣などで生じる費用は、事業との関連性や支出の目的、供与の仕方な

どによって、寄付金か交際費等かが区分されます。適切な処理を心がけましょう。 

夏祭りへの寄付金 

随時改定の反映（4月昇給の場合） 

□ 随時改定により、7月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除することになります。 

□ ３月決算法人は、9月に中間決算棚卸を行うところもあります。棚卸のスケジュール等は早めに通知し、準備すべき

資料の指示などをして、効率よく進められるようにしましょう。 

中間決算棚卸の準備 

□ 税務署内では7月に人事異動があり、業務の引き継ぎ等を経て、毎年8月後半から11月頃にかけて税務調査が増え

てきます。自社の処理を再度確認して、いつ税務調査があってもきちんと説明できるようにしておきましょう。 

税務調査対策 
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  上川路会計事務所に関するお客様満足度調査の御礼上川路会計事務所に関するお客様満足度調査の御礼  
 

先般はお客様満足度調査への御協力をいただきありがとうございました。 

多数のご意見を頂き、今後のサービスの向上と充実に活かしてまいりたいと思 

   います。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

226 号 

税理士法人上川路会計 設立についてご案内 
 上川路長生税理士事務所と上川路美恵野税理士事務所は、平成30年10月1日を

もって税理士法人上川路会計へと組織を一体化する準備を進めております 
 

 

  概要についてのお知らせ 

  名  称  税理士法人 上川路会計 

  代表社員  上川路長生  上川路美恵野 

  所 在 地  本店（下荒田事務所）  鹿児島市下荒田４－１－９ 

    支店（鹿児島ビル事務所） 鹿児島市名山町１－３ 鹿児島ビル４階 
 

  顧問先の皆様への影響 

      ・業務内容等は原則変更ありません 

      ・契約書を税理士法人名義への変更をお願いする予定です 

      ・公認会計士の法定監査業務、社会保険労務士業務等、税理士法人の 

       業務範囲以外の業務は個人契約のままになります。  

      ・報酬は現状と変更ありませんが、源泉徴収が不要になります 
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『 平成29年度税制改正（案）について 』 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

★ 
★          平成31年（2019年）10月1日から、消費税率引上げと同時に、消費税の軽減税率制度

が実施されます。軽減税率制度は、課税事業者の方だけでなく、すべての事業者の方に関係のある制

度です。今回は、消費税の軽減税率制度の概要を紹介していきます。 

『 消費税の軽減税率制度ってどんな制度？～第１回 』 テーマ 

  平成31年（2019年）10月1日から、消費税率が8%から10%へ引上げられます。 

 その主な理由として、下記があげられています。 

 

 

  また、消費税増税に伴い、低所得者に配慮する観点から、一部の品目の消費税率を8%に軽減する 

 「 軽減税率制度 」が実施されます。 

  したがって、平成31年10月1日より、「 標準税率 」と「 軽減税率 」が混在することになります。 

● 急速な少子高齢化により、現役世代に社会保険料などの負担が高まりつつある中で、 

 特定の者に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会に 

 おける社会保障の財源にふさわしいこと 

● 消費税の税収が、経済動向に左右されにくく、安定した税と言えること 

消費税率の引上げと軽減税率制度 

Q1．実施時期はいつ？ A1．平成31年（2019年）10月1日から 

Q2．税率はどうなるの？ 
A2． 

 標準税率： 10% （消費税率7.8%、地方消費税率2.2% ） 

 軽減税率 ： 8% （消費税率6.24%、地方消費税率1.76%）  

Q3．軽減税率の対象品目はどのようなもの？ 

A3．●酒類・外食を除く飲食料品 ●定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞 

軽減税率制度ってなに？ 

軽減税率の対象となる飲食料品のイメージ 

政府広報オンラインHPより 



日々の取引や経理にどんな影響があるの？ 

Q1．どんな対応が必要になるの？ 

 A1．対応が必要となる事項には、商品管理に関するものと申告・納税に関するものがあります。 

 顧客から適用税率を聞かれる場合や、請求書（領収書）の発行を求められる場合等があるため、 

適切に商品管理を行い、個々の商品の適用税率を把握しておく必要があります。 

 その際、複数税率に対応したレジの導入やシステムの改修等が必要になる場合もあります。 

＜商品管理に関するもの＞ 

 申告の際に適切に消費税額を計算するため、 

「軽減税率が適用される売上（仕入）」と「標準税率が適用される売上（仕入）」をそれぞれ集計し、

区分して記帳する必要があります。 

 また、申告にあたって税額を計算するには、 

「軽減税率が適用される1年間の取引の合計額」と「標準税率が適用される1年間の取引の合計額」を 

区分して計算する必要があります。 

＜申告・納税に関するもの＞ 

 関係あります！軽減税率対象品目の売上がない事業者の方や、免税事業者の方も、 

軽減税率制度への対応が必要となる場合があります。 

軽減税率対象品目の売上がない事業者の場合 

 軽減税率対象品目の仕入れ（経費）があれば対応が必要です。 

  例えば、建築資材を仕入れ、建物を販売する建設業 

  ・・・会社を訪れたお客様に出すお茶やお菓子、取引先への飲食料品贈答品（飲食料品） 

免税事業者の場合 

 課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められれば対応が必要です。 

軽減税率対象品目の売上がない事業者の方や 

免税事業者の方に、軽減税率制度は関係ない？ 

Q2．帳簿・請求書等の記載方法はどう変わるの？ 

 「適格請求書等保存方式（いわゆる「インボイス制度」）」が導入されます。 

 適格請求書等の交付・保存が必要となります。 

  ※詳しくは、次回以降の事務所通信で紹介します。 

平成35年10月1日から 

 今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として、

「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。 

 税率を区分して記載するなど、一定の記載事項が加わります。 

平成31年10月1日から、平成35年9月30日までの4年間 A2． 

 今回は、消費税の軽減税率制度の概要を紹介しました。 

 次回以降で、各項目を詳しく紹介していきます。 
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『 社会福祉法人会計の基礎社会福祉法人会計の基礎 』 

カリキュラム 

 講師：上川路美恵野会計事務所 所長 

                 公認会計士・税理士 上川路 美恵野 

 平成30年8月7日（火）に鹿児島ビルにて、社会福祉

法人の経理担当者向けセミナーを開催いたしました。

お忙しい中、たくさんの方にご出席いただきまして誠

にありがとうございました☆ 

 今後もセミナーを開催予定ですので、是非ご活用く

ださい☆ 

（有）上川路マネジメントセンター主催 

第３０回ＫＭＣセミナー(社福編)のご報告 
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おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

 ：    ビ ー ル バ ー 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめ

のスポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 私はビールが大好きで、

時々ひとりでフラっとビール

バーに行き、マスターや常連

さんとお喋りしながら一緒に

美味しいビールを飲むのがひ

そかな楽しみとなっていま

す。 

 鹿児島でもドイツやベル

ギーなど外国産のビールを取り扱うバーがいくつか

あり、日本産のものとは一味違うビールを楽しむこ

とができます。ビールといえば苦い、と思いがちで

すが、フルーツを使用した甘くて美味しいビールも

たくさんあり、苦いのが苦手な方や女性にもオスス

メです。また、1つ1つの銘柄に様々なデザインや形

の専用グラスがついているので、それを見て楽しめ

るのもビールバーならではの魅力だと思います。 

 私が特に好きなベルギービールをご紹

介します。 

 ●セリス・ホワイト 

… 爽やかな酸味の後にしっかりと苦み

の残るホワイトビール。迷ったらまずこ

れ！(笑) 

 ●XXビター（ｲｸｽｲｸｽﾋﾞﾀｰ） 

… 名前の通り苦みの強いブロンド

ビール。更にこれの上をいく苦いもの

もあるとか・・・ 

 ●デュベル 

… 通称「悪魔のビール」と呼ばれる

ゴールデン・エールの最高峰。アル

コール度数は8.5%！！ 
 

まだまだ暑い季節が続きますが、今

年は美味しいビールで夏を楽しんでみ

てはいかがでしょう(*^_^*) 

 今月の担当：経営支援部 佐賀 恵 

Ⅰ 社会福祉法人制度 
（1）社会福祉法人の行う事業 

（2）社会福祉法人の特性 

（3）社会福祉法人制度改革の概要 

Ⅱ 社会福祉法人会計の特徴 
（1）社会福祉法人会計基準等 

（2）社会福祉法人における会計業務 

（3）社会福祉法人の簿記の基礎 

（4）資金収支計算と事業活動計算 

（5）計算書類三表 

（6）計算書類相互のつながり 

（7）会計の区分設定と計算書類の様式 

Ⅲ 社会福祉法人の決算業務 
（1）スケジュール等 

（2）主な決算整理事項 

（3）内部取引相殺消去 

（4）資金使途制限 

（5）計算書類の注記 

（6）附属明細書 

（7）社会福祉充実計画 

Ⅳ リース会計と退職給付会計 
（1）リース会計 

（2）退職給付会計 

Ⅴ 社会福祉法人の事業計画と予算 
（1）事業計画と予算 

（2）予算の編成 

（3）当初予算の策定 

Ⅵ 社会福祉法人の内部統制と監査 
（1）社会福祉法人の監査 

（2）内部統制と会計監査～適正な計算 

   書類作成・公表のために～ 



天陽会中央クリニックから朝日通りをはさんで道路向かいに、職員

が待ち望む新しい施設がオープンしました。その名も「名山グランド

ハイツ」。保育園や寮を備えた職員のための施設です。 
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学 童 室 住   居 

社会医療法人 天陽会 

〒892-0822 鹿児島市泉町6番7号 TEL 099-226-8181 

「天の陽のごとく、医療を通じて、地域に永遠に貢献します」「天の陽のごとく、医療を通じて、地域に永遠に貢献します」  
 

その理念のために、職員が働きやすい環境を作る。名山グランドハイツは、

天陽会が目指す、理念の象徴でもあるのです。 

天 陽会は『働くママさん』を 

力強くサポートしています。 
 

天陽会保育園は昭和63年11月1日にオープン 

して以来、おそよ30年間、子育て中の職員を 

バックアップしてきました。現在登録している 

園児は78名。その中で、毎日およそ12名が 

利用しています。保育職員は12名。職員が安 

心して働けるように24時間保育で、我が子の 

ように大切に見守っています。 

お客様情報 

名山グランドハイツ名山グランドハイツ  

〝薩摩（鹿児島）弁〟と〝奄美ことば〟〝薩摩（鹿児島）弁〟と〝奄美ことば〟  

   薩摩（鹿児島）弁        奄美ことば 

コラム 

いらっしゃいませ       おじゃったもんせ         いもーれ 

ありがとうございます     ありがとさげもす      ありがとさまりょうた 

召し上がれ          たもいやんせ          みしょれ 

おいしい            うんまか             まーさ 

あらまあ（感嘆詞）       んだもしたん         あげー / はげー 

私           (男性)おい / (女性)あたい       わん 

あなた              わい             なん 

美人              よかおごじょ          きょらむん 

美男子             よかにせ           きょらねっせ 

 現在NHKで放送中の大河ドラマ『西郷どん』。鹿児島出身の西郷隆盛が主人公ということで、鹿児島に縁のあ

る方は毎週放送を楽しみにしていらっしゃるのではないでしょうか。その様な中、主人公の西郷吉之助（西郷隆

盛）が身を移した奄美大島の人々が話す“奄美ことば”にNHK大河ドラマ史上初の字幕が付いたことが話題に

なりました。 

 そこで今回は“薩摩（鹿児島）弁”と“奄美ことば”の一部をご紹介します。 

 明治維新から１５０周年のこの機会に、鹿児島・奄美をより身近に感じていただけたら嬉しいです☆ 



 編集後記 

ご相談は上川路まで ・・ 

編集委員 上川路美恵野 赤塚 盛喜 福留 坪山 川口 小川 

        今年は日本各地で6月末から真夏日を観測する日が出て、最 

             近は40度を超える命に危険を及ぼすような猛暑が続いていま

す。こんな時に熱中症と一緒に気をつけたいのが“夏血栓”です。脱水症状が

原因で熱中症と似た症状が出るそうですが危険度は高く、水分補給や木陰で休

んでも改善しない場合はすぐに病院を受診した方がいいそうです。1日1.5ﾘｯﾄﾙ
の水分をこまめに分けて飲むのが理想だといわれています。しっかりと水分補

給をして余り無理せず、お身体を大切にして夏を乗り切っていきましょう。 

上川路会計   検索 

   連絡先：上川路会計事務所  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 
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随想 「 こぶたは あわせて・・・   」  上川路美恵野 

   向日葵
ひ ま わ り

もうなだれている昼下がり     美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこと

があれば上川路会計事務所

にご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方が いらっ

しゃいましたら是

非ご紹介くださ

い！！ 

２ １ 

 酷暑お見舞い申し上げます。 

立秋を迎えたとはいえ、台風情報や地震情報と同様にテレビの余白に高温注意情報が表示される災害並の

異常事態です。お大事にお過ごしください。 

 

 さて、今年小学生になった娘が『こぶたは あわせて なんびきになるでしょう？』というたしざんの問

題に『５こ』と書いて×をもらってきました。「なんびき？と聞かれているから、５ひき、と答えようね。

『さんびきのこぶた』というお話もあったでしょう。」と教えながら、そもそも豚の数え方は匹？頭？とい

う疑問がわいてきました。 

 数え方の辞典などを調べたところ、鳥以外の動物で人が抱えられない程大きかったり、人の役に立った

り、数が少なくて貴重であったりする動物は「頭」で数えるとのことでした。日本には元々「頭」という数

え方はなく、英語で家畜を「head」と数えていたものの訳語から大型動物を「頭」小型の動物を「匹」と使

い分けるようになったとか。 

 上記を踏まえて「豚」はというと子豚は人が抱えられるから「匹」で数え親豚は「頭」となるようです。  

なお、「匹」は、対になったものを数える文字で馬の『二つにわかれたお尻』を『匹』で数えていたこと

から動物一般を「匹」で数えるようになったそうですが、同じ家畜でも東洋では「尻」を、西洋では「頭」

を数えていたというのは興味深いですね。 

「本はいっさつ、紙はいちまい・・・全部、『いっこ』じゃだめ？」と娘は不満そうでしたが、ややこし

くて面倒でも、なぜその数え方をするのかの由来を知ると面白くて、それらを捨て去ってしまうのはもった

いないですから、しっかりと覚えてほしいものです。 

 「数え方」を調べている中で『大字』について触れているものを見つけました。いわゆる『壱弐参…』と

いう数の表記です。 

 仕事を始めた頃に株券などの券面額がこのような書き方で表されているのを見て、読みにくくて間違えそ

うなのに、何でわざわざこんな字を使うのだろうと思っていました。 

この表記は思ったよりも歴史が古くて奈良時代の法令に公文書の文字を規定して『簿帳、科

罪、計臓、過所、抄牓の類の、数有らむものは、大字につくれ』とあるそうです。 

帳簿や刑罰など数字が重要な事項は正確性を期し改ざんを防ぐために画数の多い文字で数を

表すことを求めているのです。遺跡から出土する木簡に官吏が大字を練習したらしいものもあ

るのだとか。 

 ものを数えること、その結果を正確に記録し第三者に伝えること、これが会計の始まりで

しょうし、その正確性を担保するための工夫を千年以上も前にもしていた

と思うと遠い過去の会計担当者に親近感を覚えます。 

 夏休みのドリルを前にたどたどしく指を使って計算している娘をきっか

けに「かぞえること」という会計の原点について考えさせられたひと時で

した。 

３ 

mailto:kamikawaji@tkcnf.or.jp
http://kamikawaji-kaikei.com/

